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(57)【要約】
　情報記録媒体は、第１回転速度制御方式（ＣＬＶ制御方式）により、例えばコンテンツ
情報などの第１記録情報を記録可能な第１記録情報記録領域（１０２）と、第２回転速度
制御方式（ＣＡＶ制御方式）により、例えば暗号化キーなどの第２記録情報（Ｋｅｙ１）
が予め記録された第２記録情報記録領域（ＣＤＺ）とを備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１回転速度制御方式により、第１記録情報を記録可能な第１記録情報記録領域と、
　前記第１回転速度制御方式と異なる第２回転速度制御方式により、第２記録情報が予め
記録された第２記録情報記録領域と
　を備えることを特徴とする情報記録媒体。
【請求項２】
　前記第１回転速度制御方式は線速度を一定とする回転速度制御方式であり、前記第２回
転速度制御方式は角速度を一定とする回転速度制御方式であることを特徴とする請求の範
囲第１項に記載の情報記録媒体。
【請求項３】
　前記第２記録情報記録領域は、前記第２記録情報の少なくとも一部が、前記第２回転速
度制御方式により、予め記録されたプリ記録領域を含むことを特徴とする請求の範囲第２
項に記載の情報記録媒体。
【請求項４】
　前記第２記録情報記録領域は、少なくともその一部に前記第１記録情報記録領域とは異
なる物理構造を持つ特殊領域を含むことを特徴とする請求の範囲第１項に記載の情報記録
媒体。
【請求項５】
　前記第１記録情報記録領域においては、前記第１記録情報を記録するための記録トラッ
クが蛇行形成されており、
　前記特殊領域においては、前記第２記録情報の少なくとも一部が記録された記録トラッ
クが蛇行形成されていないことを特徴とする請求の範囲第４項に記載の情報記録媒体。
【請求項６】
　前記第１記録情報記録領域においては、前記第１記録情報を記録するための記録トラッ
クが蛇行することによって、ウォブルが形成されており、
　前記特殊領域においては、前記第２記録情報の少なくとも一部を記録するための記録ト
ラックが蛇行することによって、前記ウォブルとは周波数、振幅、及び、位相のうち少な
くとも一つが異なったウォブルが形成されていることを特徴とする請求の範囲第４項に記
載の情報記録媒体。
【請求項７】
　前記第１記録情報記録領域においては、前記記録トラックとして、ランドトラック及び
グルーブトラックが交互に形成されていると共に前記ランドトラックに所定種類のプリ情
報を担持するランドプリピットが予め形成されており、
　前記特殊領域においては、前記ランドプリピットが形成されていないことを特徴とする
請求の範囲第４項に記載の情報記録媒体。
【請求項８】
　前記特殊領域においては、前記ランドトラック及び前記グルーブトラックが形成されて
いることを特徴とする請求の範囲第７項に記載の情報記録媒体。
【請求項９】
　前記第１記録情報記録領域においては、前記記録トラックとして、ランドトラック及び
グルーブトラックが交互に形成されており、
　前記特殊領域においては、前記ランドトラック及び前記グルーブトラックがいずれも形
成されていないことを特徴とする請求の範囲第４項に記載の情報記録媒体。
【請求項１０】
　再生及び記録制御に関する制御情報を記録可能な制御情報記録領域を更に備え、
　前記制御情報記録領域においては、前記第２記録情報記録領域の開始位置を示す開始ア
ドレス情報、及び、前記第２記録情報記録領域の終了位置を示す終了アドレス情報のうち
少なくとも一方が記録されていることを特徴とする請求の範囲第２項に記載の情報記録媒
体。
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【請求項１１】
　前記第１記録情報記録領域及び前記第２記録情報記録領域の少なくとも一方においては
、プリフォーマットアドレス情報が記録されており、
　前記第２記録情報記録領域の開始位置を示す開始アドレス情報、及び、前記第２記録情
報記録領域の終了位置を示す終了アドレス情報のうち少なくとも一方が前記プリフォーマ
ットアドレス情報に付加されていることを特徴とする請求の範囲第２項に記載の情報記録
媒体。
【請求項１２】
　前記第２記録情報は、前記第１記録情報を暗号化するための暗号化情報であることを特
徴とする請求の範囲第１項に記載の情報記録媒体。
【請求項１３】
　前記第２記録情報は、前記第１記録情報を暗号化するための他の暗号化情報を更に暗号
化するための情報であり、
　前記他の暗号化情報は、前記第１記録情報と共に前記第１記録情報記録領域に記録され
ることを特徴とする請求の範囲第１項に記載の情報記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばＤＶＤ等の情報記録媒体の技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１等に、ＤＶＤ－Ｒ／ＲＷ等の記録型情報記録媒体に予め暗号化情報を記録し
て販売し、ネットワークを介して暗号化されたＤＶＤビデオコンテンツ（以下、適宜「暗
号化コンテンツ」と称す）を配信する配信システムが開示されている。この配信システム
においては、従来のＤＶＤ－Ｒ／ＲＷ等の記録型情報記録媒体と同一の物理構造の情報記
録媒体が利用される。言い換えると、記録用の回転速度制御信号を得るためのウォブル（
Wobble）が形成された記録型情報記録媒体におけるコントロールデータゾーン等の制御領
域に、ＣＬＶ（Constant Linear Velocity）制御方式によって、従来のＤＶＤ－ＲＯＭ等
の再生専用型情報記録媒体に適用された暗号化情報を販売前に予めプリ記録している。こ
こに、ＣＬＶ制御方式とは、光ディスクに情報を記録する際に、線速度を一定とする回転
速度制御方式である。このＣＬＶ制御方式の特徴として、光ディスクの内外周においてト
ラックに沿った記録密度が一定となるため、高密度な記録を実現することが可能となる。
但し、ウォブルから得られる記録用の回転速度制御信号に基づいて、光ディスクの半径位
置に対応してスピンドルモータの回転速度を制御することが必要となる。他方、ＣＡＶ（
Constant Angular Velocity）制御方式とは、光ディスクに情報を記録する際に、角速度
を一定、即ち、単位時間当たりの回転数を一定とする回転速度制御方式である。このＣＡ
Ｖ制御方式の特徴として、光ディスクの内外周における記録に際して線速度が変化する。
このため、外周において、トラックに沿った記録密度が低下する。このように、光ディス
クの記録領域の利用効率が低下するが、スピンドルモータの回転速度の制御を簡素化する
ことが可能となる。
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－３０７４２７号公報
【特許文献２】特開２００１－３５７００１号公報
【特許文献３】特開２０００－３３１４１２号公報
【非特許文献１】「ＤＶＤのコンテンツ保護」東芝レビューVol.58,No6(2003)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した特許文献１においては、記録型情報記録媒体に関して特別な工
夫はなされていなく、従来の記録型情報記録媒体と同一の物理構造の記録領域に、再生専
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用型ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ）と同じ仕組みの暗号化情報をプリ記録している。このため
、プリ記録されていない状態のディスクが市場に流通した場合、かかるディスクに再生専
用型ＤＶＤの全体がコピーされる危険性があるという技術的な問題点がある。
【０００５】
　また、暗号化コンテンツの再生又は記録に関する既存のルールにおいては、記録型ＤＶ
Ｄディスクには、ディスクキー等の暗号化情報を記録することは推奨されていない。従っ
て、情報記録再生装置においては、制御情報を取得するためのシーク動作等によってメデ
ィアの種類の判別が行われる際に、ディスク上に記録されたディスク識別情報をチェック
するが、記録型ＤＶＤディスクに再生専用型ＤＶＤを示すディスク識別情報を書き込むこ
とができる違法機器も存在するため、かかるディスク識別情報をチェックするだけでは、
正当な記録型ＤＶＤディスクと違法な記録型ＤＶＤディスクとの両者を正確に区別するこ
とができないという技術的な問題点もある。
【０００６】
　そこで本発明は、例えば上記問題点に鑑みなされたものであり、記録型情報記録媒体に
おいて、コンテンツを暗号化するための暗号化情報の機密性及び秘匿性を高めることを可
能ならしめる情報記録媒体を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（情報記録媒体）
　以下、本発明の情報記録媒体について説明する。
【０００８】
　本発明の情報記録媒体は上記課題を解決するために、第１回転速度制御方式（ＣＬＶ制
御方式）により、第１記録情報を記録可能な第１記録情報記録領域と、前記第１回転速度
制御方式と異なる第２回転速度制御方式（ＣＡＶ制御方式）により、第２記録情報が予め
記録された第２記録情報記録領域とを備える。
【０００９】
　本発明の情報記録媒体によれば、例えばデータエリアなど記録領域のうち大部分を占め
る第１記録情報記録領域と、例えばリードインエリアなどその内周側に位置する比較的小
さい領域である第２記録情報記録領域とにおいて、記録用の回転速度制御方式が異なって
いる。従って、本発明の情報記録媒体に対して、市販の情報記録装置は、例えば、ＣＬＶ
制御方式等の第１回転速度制御方式の下でのみ、第１及び第２記録情報を記録可能である
。よって、例えば、ＣＡＶ制御方式等の第２回転速度制御方式の下で情報が予め記録され
た第２記録情報記録領域において、例えば、暗号化情報等の第２記録情報を正確に記録、
又は、予めプリ記録することは困難である。具体的には、暗号化情報等の第２記録情報を
構成する所望の長さの記録マークを、適切な回転速度制御方式の下で、正確な位置に記録
することは殆ど又は完全に不可能である。尚、本発明において「異なる回転速度制御方式
」或いは「回転制御方式が異なる」とは、例えば、半径位置に応じて単純に速度を段階的
に変更するだけのゾーンＣＡＶは、除外する趣旨であり、少なくとも、例えばＣＬＶとＣ
ＡＶとのように一方の回転制御方式に設定された再生装置では他方の回転制御方式で記録
された情報記録媒体を再生できない程度に異なる方式を意味する。
【００１０】
　以上より、記録型情報記録媒体において、市販の情報記録装置によって、例えば、第２
記録情報記録領域に予めプリ記録されている第２記録情報を、意図しない情報へ改ざんす
ることは殆ど又は完全にできなくなる。加えて、例えば、第２記録情報記録領域に違法な
暗号化情報等の意図しない情報を記録することは殆ど又は完全にできなくなる。
【００１１】
　その結果、例えば、第２記録情報記録領域に予めプリ記録されている、又は、記録可能
な暗号化情報等の第２記録情報の機密性を高く保持する、即ち、セキュアな状態にするこ
とが可能となる。よって、暗号化情報等の第２記録情報の違法なコピーが行われた記録型
情報記録媒体を作成又は製造することは殆ど又は完全に不可能となる。
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【００１２】
　本発明の情報記録媒体の一態様では、前記第１回転速度制御方式は線速度を一定とする
回転速度制御方式であり、前記第２回転速度制御方式は角速度を一定とする回転速度制御
方式である。
【００１３】
　この態様によれば、情報記録媒体の、例えば、コントロールデータゾーン等の第２記録
情報記録領域において、仮に、記録用の回転速度制御信号を得るためのウォブルが形成さ
れていなくても、例えば、プリ記録を行うプリ記録装置によって、角速度を一定とする回
転速度制御方式の下で、暗号化情報等の第２記録情報を、正確な位置に記録、又は、予め
プリ記録することが可能である。具体的には、暗号化情報等の第２記録情報を構成する所
望の長さの記録マークを、正確な位置に記録、又は、予めプリ記録することが可能である
。尚、例えば、コントロールデータゾーン等の第２記録情報記録領域の半径方向における
大きさは、光ディスクの内周において、約２００トラック程度と非常に小さい。従って、
第２記録情報記録領域に第２記録情報を記録するに際して、線速度の違いに応じて、スト
ラテジー等の記録パラメータを変更する必要は殆ど又は完全にない。
【００１４】
　この回転速度制御方式に係る態様では、前記第２記録情報記録領域は、前記第２記録情
報の少なくとも一部が、前記第２回転速度制御方式により、予め記録されたプリ記録領域
を含むように構成してもよい。
【００１５】
　このように構成すれば、例えば、暗号化情報等の第２記録情報の少なくとも一部は、プ
リ記録領域において、必然的に角速度を一定とする第２回転速度制御方式でしか予めプリ
記録することはできない。言い換えると、少なくともプリ記録領域の前後において、角速
度を一定の条件下で記録を行うためのマージンを確保することが可能となる。
【００１６】
　以上より、記録型情報記録媒体において、市販の情報記録装置によって、第２記録情報
記録領域に予めプリ記録されている第２記録情報の少なくとも一部を、意図しない情報へ
改ざんすることは殆ど又は完全にできなくなる。加えて、例えば、第２記録情報記録領域
に違法な暗号化情報等の意図しない情報を記録することは殆ど又は完全にできなくなる。
【００１７】
　その結果、例えば、第２記録情報記録領域に予めプリ記録されている暗号化情報等の第
２記録情報の機密性をより高く保持することが可能となる。
【００１８】
　本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記第２記録情報記録領域は、少なくともその
一部に前記第１記録情報記録領域とは異なる物理構造を持つ特殊領域を含むように構成し
てもよい。
【００１９】
　この態様によれば、本発明の情報記録媒体に対して、市販の情報記録装置は、ＣＬＶ制
御方式の第１回転速度制御方式の下でのみ、第１及び第２記録情報を記録可能である。よ
って、第２記録情報記録領域の少なくとも一部である特殊領域において、仮に、記録用の
回転速度制御信号を得るためのウォブルが形成されていない場合、例えば、暗号化情報等
の第２記録情報を正確な位置に記録することは困難である。言い換えると、特殊領域にお
いては、記録用の回転速度制御信号をウォブルから得られないので、暗号化情報等の第２
記録情報を構成する所望の長さの記録マークを、ＣＬＶ制御方式等の適切な回転速度制御
方式の下で、正確な位置に記録することは殆ど又は完全に不可能である。
【００２０】
　その結果、例えば、第２記録情報記録領域の少なくとも一部である特殊領域に予めプリ
記録されている、又は、記録可能な暗号化情報等の第２記録情報の機密性をより高く保持
することが可能となる。
【００２１】
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　上述した特殊領域に係る態様では、前記第１記録情報記録領域においては、前記第１記
録情報を記録するための記録トラックが蛇行形成されており、前記特殊領域においては、
前記第２記録情報の少なくとも一部が記録された記録トラックが蛇行形成されていないよ
うに構成してもよい。
【００２２】
　このように構成すれば、プリ記録領域、又は、第２記録情報記録領域は、第１記録情報
記録領域とは異なり、ウォブルが形成されていない特殊領域を含む。よって、この特殊領
域においては、市販の情報記録装置によって、ウォブルからの信号に基づいた記録クロッ
ク及び記録アドレス、即ち、記録用の回転速度制御信号が取得されないので、違法な暗号
化情報等の意図しない情報へ改ざんすること、及び、意図しない情報を上書きすることは
殆ど又は完全にできなくなる。
【００２３】
　その結果、第２記録情報記録領域に予めプリ記録された、又は、記録可能な暗号化情報
等の第２記録情報の機密性をより高く保持することが可能となる。
【００２４】
　また、市販の情報記録装置によって、プリ記録領域、又は、第２記録情報記録領域の少
なくとも一部である特殊領域において、ウォブルが検出されるか否かによって、正当な記
録型情報記録媒体と、違法な記録型情報記録媒体とを正確且つ迅速に区別することが可能
となる。加えて、暗号化情報記録領域の少なくとも一部である特殊領域において、ウォブ
ルが形成されていないことによって、暗号化コンテンツの再生又は記録に関する既存のル
ールを部分的に遵守することも可能である。
【００２５】
　上述した特殊領域に係る態様では、前記第１記録情報記録領域においては、前記第１記
録情報を記録するための記録トラックが蛇行することによって、ウォブルが形成されてお
り、前記特殊領域においては、前記第２記録情報の少なくとも一部を記録するための記録
トラックが蛇行することによって、前記ウォブルとは周波数、振幅、及び、位相のうち少
なくとも一つが異なったウォブルが形成されているように構成してもよい。
【００２６】
　このように構成すれば、プリ記録領域、又は、第２記録情報記録領域は、第１記録情報
記録領域に形成されたウォブルとは周波数、振幅、及び、位相のうち少なくとも一つが異
なったウォブルが形成されている特殊領域を含む。よって、少なくともこの特殊領域にお
いては、市販の情報記録装置によって、ウォブルからの信号に基づいて、正確な記録クロ
ック及び記録アドレス、即ち、記録用の回転速度制御信号が取得されないので、違法な暗
号化情報等の意図しない情報へ改ざんすること、及び、意図しない情報を上書きすること
は殆ど又は完全にできなくなる。特に、特殊領域は、ウォブルの周波数、振幅、及び、位
相のうちの複数のパラメータを変調させたランダム変調によって構成されてもよい。
【００２７】
　その結果、第２記録情報記録領域に予めプリ記録された、又は、記録可能な暗号化情報
等の第２記録情報の機密性をより高く保持することが可能となる。
【００２８】
　上述した特殊領域に係る態様では、前記第１記録情報記録領域においては、前記記録ト
ラックとして、ランドトラック及びグルーブトラックが交互に形成されていると共に前記
ランドトラックに所定種類のプリ情報を担持するランドプリピットが予め形成されており
、前記特殊領域においては、前記ランドプリピットが形成されていないように構成しても
よい。
【００２９】
　このように構成すれば、第２記録情報記録領域に予めプリ記録された、又は、記録可能
な暗号化情報等の第２記録情報の機密性をより高く保持することが可能となる。
【００３０】
　この場合更に、前記特殊領域においては、前記ランドトラック及び前記グルーブトラッ
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クが形成されているように構成してもよい。
【００３１】
　このように構成すれば、当該情報記録媒体の製造工程の複雑化を抑制しつつ、第２記録
情報記録領域に予めプリ記録された、又は、記録可能な暗号化情報等の第２記録情報の機
密性をより高く保持することが可能となる。
【００３２】
　上述した特殊領域に係る態様では、前記第１記録情報記録領域においては、前記記録ト
ラックとして、ランドトラック及びグルーブトラックが交互に形成されており、前記特殊
領域においては、前記ランドトラック及び前記グルーブトラックがいずれも形成されてい
ないように構成してもよい。
【００３３】
　このように構成すれば、第２記録情報記録領域に予めプリ記録された、又は、記録可能
な暗号化情報等の第２記録情報の機密性をより高く保持することが可能となる。
【００３４】
　上述した回転速度制御方式に係る態様では、再生及び記録制御に関する制御情報を記録
可能な制御情報記録領域（例えば、コントロールデータゾーン）を更に備え、前記制御情
報記録領域においては、前記第２記録情報記録領域の開始位置を示す開始アドレス情報、
及び、前記第２記録情報記録領域の終了位置を示す終了アドレス情報のうち少なくとも一
方が記録されているように構成してもよい。
【００３５】
　このように構成すれば、例えば、プリ記録を行うプリ記録装置の初期動作によって、制
御情報記録領域に記録された第２記録情報記録領域の開始位置を示す開始アドレス情報、
及び、第２記録情報記録領域の終了位置を示す終了アドレス情報のうち少なくとも一方が
取得される。従って、プリ記録装置によって、第２記録情報記録領域の位置を迅速に識別
することが可能となる。
【００３６】
　その結果、プリ記録装置によって、第２記録情報記録領域における物理構造が識別され
ることによって、正当な記録型情報記録媒体と、違法な記録型情報記録媒体とを正確且つ
迅速に区別することが可能となる。
【００３７】
　上述した回転速度制御方式に係る態様では、前記第１記録情報記録領域及び前記第２記
録情報記録領域の少なくとも一方においては、プリフォーマットアドレス情報が記録され
ており、前記第２記録情報記録領域の開始位置を示す開始アドレス情報、及び、前記第２
記録情報記録領域の終了位置を示す終了アドレス情報のうち少なくとも一方が前記プリフ
ォーマットアドレス情報に付加されているように構成してもよい。
【００３８】
　このように構成すれば、例えば、プリ記録を行うプリ記録装置によって、第１記録情報
記録領域及び第２記録情報記録領域の少なくとも一方におけるプリフォーマットアドレス
情報に付加された第２記録情報記録領域の開始位置を示す開始アドレス情報、及び、第２
記録情報記録領域の終了位置を示す終了アドレス情報のうち少なくとも一方が取得可能と
なる。ここに「付加された」或いは「プリフォーマットアドレス情報に付加された」とは
、例えばプリピットによるアドレス情報など、プリフォーマットアドレス情報と同様の手
法で、若しくはプリフォーマットアドレス情報の配列に相前後して配置された又はプリフ
ォーマットアドレス情報の配列の途中に挿入された、プリ情報として記録されることを意
味する。従って、プリ記録装置によって、第２記録情報記録領域の位置を迅速に識別する
ことが可能となる。
【００３９】
　その結果、プリ記録装置によって、第２記録情報記録領域における物理構造が識別され
ることによって、正当な記録型情報記録媒体と、違法な記録型情報記録媒体とを正確且つ
迅速に区別することが可能となる。



(8) JP WO2006/006618 A1 2006.1.19

10

20

30

40

50

【００４０】
　本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記第２記録情報は、前記第１記録情報を暗号
化するための暗号化情報である。
【００４１】
　この態様によれば、第２記録情報記録領域に予めプリ記録されている、又は、記録可能
な暗号化情報である第２記録情報の機密性をより高く保持することが可能となる。
【００４２】
　本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記第２記録情報（例えば、ディスクキー）は
、前記第１記録情報を暗号化するための他の暗号化情報（例えば、タイトルキー）を更に
暗号化するための情報であり、前記他の暗号化情報は、前記第１記録情報と共に前記第１
記録情報記録領域に記録される。
【００４３】
　この態様によれば、暗号化キー等の暗号化情報の相関関係を階層構造にすることが可能
となる。従って、著作権者や、ディスク製造業者等が暗号化情報を自由に設定することが
可能となり、より利便性の高い暗号化システムを構築することが可能となる。
【００４４】
　本発明のこのような作用及び他の利得は次に説明する実施例から明らかにされる。
【００４５】
　以上説明したように、本発明の情報記録媒体によれば、第１記録情報記録領域、及び、
第２記録情報記録領域を備えているので、第２記録情報記録領域に予めプリ記録されてい
る、又は、記録可能な暗号化情報等の第２記録情報の機密性を高く保持する、即ち、セキ
ュアな状態にすることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクの基本構造を示し、上側部分は
複数の記録領域を有する光ディスクの概略平面図であり、これに対応付けられる下側部分
は、その径方向における記録領域構造の図式的概念図である。
【図２】本実施例に係る光ディスクの記録面における部分拡大斜視図である。
【図３】本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクにおいてグルーブトラックのウ
ォブリングから得られる記録時に必要な記録クロック及び記録アドレスを示した図式的な
概念図である。
【図４】本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクの記録領域の物理的構造の一具
体例を示した図式的概念図である。
【図５】一般の光ディスクにおいて、ＣＡＶ制御方式が適用された場合の各種特性を示し
た図式的概念図である。
【図６】一般の光ディスクにおいて、ＣＬＶ制御方式が適用された場合の各種特性を示し
た図式的概念図である。
【図７】本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクの他の具体例におけるコントロ
ールデータゾーンの少なくとも一部である特殊領域から得られるウォブル信号を示した図
式的概念図である。
【図８】本発明の情報記録媒体に暗号化情報を予めプリ記録すると共に、コンテンツ等の
記録情報を再生する情報記録再生装置の全体構成を示すブロック図である。
【図９】本実施例に係るプリ記録装置におけるプリ記録動作を示したフローチャートであ
る。
【図１０】本発明の情報記録媒体に対して、記録動作を行う情報記録再生装置、並びに、
配信動作を行う情報配信装置を備えた配信システムの全体構成を示したブロック図である
。
【図１１】本発明の情報記録媒体、情報記録再生装置、並びに、情報配信装置における配
信処理を示したフローチャートである。
【図１２】本発明の情報記録再生装置の実施例の一具体例による再生動作の流れを示した



(9) JP WO2006/006618 A1 2006.1.19

10

20

30

40

50

フローチャートである。
【符号の説明】
【００４７】
１…センターホール、１０…トラック、１１…セクタ、１００…光ディスク、１０１…リ
ードインエリア、１０２…データエリア、１０３…リードアウトエリア、１０６…透明基
板、１０７…記録層、１０８…反射層、１０９…ウォブル、２００…プリ記録装置、２０
０ａ…情報記録再生装置、２０１…対物レンズ、２０２…光ピックアップ、２０３…スピ
ンドルモータ、２０４…ヘッドアンプ、２１０…総和生成回路、２１１…ピットデータ復
調回路、２１２…ピットデータ訂正回路、２１３…バッファ、２１４…インターフェース
、２２０…プッシュプル信号生成回路、２２１…ローパスフィルタ、２２２…サーボユニ
ット、２２５…ＬＰＰ検出回路、２２９…エラー訂正回路、２３０…ＬＰＰ復調回路、２
５０…ＣＰＵ、３００…情報配信装置、４００…外部ネットワーク、ＳＳ…スペクトラム
拡散データ、ＣＫ１…第１クロック信号、ＧＴ…グルーブトラック、ＬＴ…ランドトラッ
ク、ＬＢ…レーザ光、ＬＰＰ…ランドプリピット、Ｋｅｙ１…暗号化情報（ディスクキー
や、ディスクキーセット）、Ｋｅｙ２…暗号化情報（タイトルキー）、ＣＤＺ…コントロ
ールデータゾーン、ＣＤＺａ…特殊領域、ＮＢＣＡ…Narrow Burst Cutting Area
【発明を実施するための最良の形態】
【００４８】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について実施例を挙げて図面に基づいて説明
する。
【００４９】
　（情報記録媒体）
　以下、本発明の情報記録媒体の実施例について図１から図７を参照して説明する。
【００５０】
　先ず、図１及び図２を参照して、本実施例に係る情報記録媒体の一具体例である光ディ
スクの基本構造について説明する。ここに、図１は、本発明の情報記録媒体の実施例に係
る光ディスクの基本構造を示し、上側部分は複数の記録領域を有する光ディスクの概略平
面図であり、これに対応付けられる下側部分は、その径方向における記録領域構造の図式
的概念図である。また、図２は、本実施例の光ディスクの記録面における部分拡大斜視図
である。
【００５１】
　本実施例に係る情報記録媒体は、有機色素膜を使用した追記型光ディスクからなる。尚
、後述されるように、本実施例に係る情報記録媒体は、各種の加熱などによる可逆変化記
録方式により多数回に亘って記録が可能であると共に多数回に亘って再生が可能である書
換型光ディスクでもよい。
【００５２】
　図１に示すように、光ディスク１００は、例えば、ＤＶＤと同じく直径１２ｃｍ程度の
ディスク本体上の記録面に、センターホール１を中心として内周側から外周側に向けて、
本実施例に係る緩衝用エリアとしてリードインエリア１０１、データエリア１０２、及び
、他の緩衝用エリアとしてリードアウトエリア１０３が設けられている。
【００５３】
　リードインエリア１０１には、コントロールデータゾーンＣＤＺが設けられている。こ
のコントロールデータゾーンＣＤＺには、この光ディスク１００に対する再生及び記録を
制御するための制御情報の一部として、所定の暗号化システムに基づいたディスクキーや
、ディスクキーセット等の暗号化情報Ｋｅｙ１がプリ記録されている。尚、ディスクキー
や、ディスクキーセット等の暗号化情報Ｋｅｙ１によって、本願発明に係る「第２記録情
報」の一具体例が構成されている。
【００５４】
　更に、リードインエリア１０１には、ＮＢＣＡ（Narrow Burst Cutting Area）が設け
られている。このＮＢＣＡには、光ディスク１００の一枚一枚に固有な製造番号、所謂、
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メディアＩＤがバーコード状にレーザーカッティングによって記録されている。尚、本願
発明に係る「第２記録情報記録領域」の一具体例が、このコントロールデータゾーンＣＤ
Ｚによって構成されている。また、このコントロールデータゾーンＣＤＺは、後述される
特殊領域ＣＤＺａを含むように構成されている。
【００５５】
　データエリア１０２には、暗号化システムに基づいたタイトルキー等の暗号化情報Ｋｅ
ｙ２と、このタイトルキー等の暗号化情報Ｋｅｙ２によって暗号化された暗号化コンテン
ツが記録される。より具体的には、タイトルキー等の暗号化情報Ｋｅｙ２は、前述したデ
ィスクキーや、ディスクキーセット等の暗号化情報Ｋｅｙ１によって暗号化されている。
尚、本願発明に係る「他の暗号化情報」の一具体例が、このタイトルキー等の暗号化情報
Ｋｅｙ２によって構成されている。また、本願発明に係る「第１記録情報記録領域」の一
具体例が、このデータエリア１０２によって構成されている。
【００５６】
　そして、各記録領域には、例えば、センターホール１を中心にスパイラル状或いは同心
円状に、例えば、グルーブトラック及びランドトラック等のトラック１０が交互に設けら
れている。
【００５７】
　図２に示すように、本実施例では、光ディスク１００は、ディスク状の透明基板１０６
の下側において、情報記録面を構成する色素型記録層１０７が積層され、更にその下側に
、反射層１０８が積層されている。記録層１０７の表面からなる情報記録面には、グルー
ブトラックＧＴ及びランドトラックＬＴが交互に形成されている。尚、光ディスク１００
の記録及び再生時には、例えば図２に示したように、透明基板１０６を介してグルーブト
ラックＧＴ上に、レーザ光ＬＢが照射される。例えば、記録時には、記録レーザパワーで
レーザ光ＬＢが照射されることで、記録データに応じて、記録層１０７へ記録が実施され
る。他方、再生時には、記録レーザパワーよりも弱い再生レーザパワーでレーザ光ＬＢが
照射されることで、記録層１０７へ記録された記録データの読出しが実施される。
【００５８】
　尚、グルーブトラックＧＴ、ランドトラックＬＴ、ウォブル１０９、及び、ランドプリ
ピットＬＰＰ等については後述に詳細に説明される。
【００５９】
　再び図１において、トラック１０上には、データがセクタ１１という単位が、例えば１
６個集まった管理単位である１ＥＣＣブロック（クラスタ）単位にて記録される。この１
ＥＣＣブロックは、エラー訂正可能なプリフォーマットアドレス情報による管理単位であ
る。
【００６０】
　尚、本発明は、図１に示した如き４つの記録領域を有する光ディスク１００には特に限
定されない。例えば、リードインエリア１０１やリードアウトエリア１０３の存在も任意
であり、記録データが記録されるデータエリア１０２と、図示しない最適記録パワーを検
出するためのＰＣＡ（Power Calibration Area）の記録領域が少なくとも設けられていれ
ばよい。
【００６１】
　次に、図３に加えて前述した図２を適宜参照して、本発明の情報記録媒体の実施例に係
る光ディスクにおいてグルーブトラックのウォブリングから得られる記録時に必要な記録
クロック及び記録アドレスについて説明する。ここに、図３は、本発明の情報記録媒体の
実施例に係る光ディスクにおいてグルーブトラックのウォブリングから得られる記録時に
必要な記録クロック及び記録アドレスを示した図式的な概念図である。
【００６２】
　図３（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）に示すように、本実施例に係る光ディスクにおいては、
グルーブトラックＧＴは、一定の振幅及び空間周波数で揺動されている。即ち、グルーブ
トラックＧＴは、ウォブリング（Wobbling）されており、そのウォブル（Wobble）１０９
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の周期は所定値に設定されている。尚、グルーブトラックＧＴのウォブル１０９を周波数
変調や位相変調など所定の変調方式により変調することによりプリフォーマットアドレス
情報を予め記録するようにしてもよい。
【００６３】
　図３（ｂ）に示すように、例えば、ＣＤ－Ｒ／Ｗの場合では、微妙な周波数の変化によ
って、光ディスク上の記録アドレスがＡＴＩＰ（Absolute Time In Pre-groove）信号と
呼ばれる絶対時間情報として組み込まれている。
【００６４】
　図３（ｃ）に示すように、例えば、ＤＶＤ－Ｒ／Ｗの場合では、ランドトラックＬＴ上
にはプリフォーマットアドレス情報を示すランドプリピットＬＰＰと呼ばれるアドレスピ
ットが形成されている。
【００６５】
　以上説明した２種類のアドレッシング、即ち、ウォブル１０９並びにＡＴＩＰ又はラン
ドプリピットＬＰＰにより記録中の光ディスクの回転速度制御や記録クロックの生成、ま
た記録アドレス等のデータの記録に必要な情報を得ることができる。より具体的には、例
えば、ディスクドライブ等の記録ドライブが、本願発明に係る「第１記録情報記録領域」
の一例を構成するデータエリアに書き込むためには、例えば、レーザ光の最適記録パワー
や記録ストラテジー等の記録パラメータに加えて、書き込みに使用する記録クロックと記
録アドレスが必要である。
【００６６】
　次に、図４から図７を参照して、本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクの記
録領域の物理的構造の具体例についてより詳細に説明する。ここに、図４は、本発明の情
報記録媒体の実施例に係る光ディスクの記録領域の物理的構造の一具体例を示した図式的
概念図である。図５は、一般の光ディスクにおいて、ＣＡＶ制御方式が適用された場合の
各種特性を示した図式的概念図である。図６は、一般の光ディスクにおいて、ＣＬＶ制御
方式が適用された場合の各種特性を示した図式的概念図である。図７は、本発明の情報記
録媒体の実施例に係る光ディスクの他の具体例におけるコントロールデータゾーンの少な
くとも一部である特殊領域から得られるウォブル信号を示した図式的概念図である。
【００６７】
　図４に示されるように、本実施例に係る光ディスク１００においては、ディスクキー等
の暗号化情報Ｋｅｙ１がプリ記録されるコントロールデータゾーンＣＤＺの少なくとも一
部が、特殊領域ＣＤＺａとして設けられている。この特殊領域ＣＤＺａにおいては、ウォ
ブル１０９が形成されていない。
【００６８】
　特に、本実施例に係る光ディスク１００のコントロールデータゾーンＣＤＺにおいては
、ＣＡＶ制御方式等の角速度を一定とする回転速度制御方式が適用されているので、記録
用の回転速度制御信号を得るためのウォブル１０９が形成されていなくても、プリ記録を
行うプリ記録装置によってのみ、暗号化情報Ｋｅｙ１を、正確な位置に予めプリ記録する
ことが可能である。具体的には、暗号化情報Ｋｅｙ１を構成する所望の長さの記録マーク
を、正確な位置に予めプリ記録することが可能である。
【００６９】
　より詳細には、図４の下側部分、及び、図５に示されるように、ＣＡＶ制御方式は、光
ディスクに情報を記録する際に、角速度を一定、即ち、単位時間当たりの回転数を一定と
する回転速度制御方式である。よって、ＣＡＶ制御方式は、光ディスクの内外周における
記録に際して線速度が変化する。このため、スピンドルモータの回転速度の制御を簡素化
することが可能となる。尚、コントロールデータゾーンＣＤＺの半径方向における大きさ
は、光ディスクの内周において、約２００トラック程度と非常に小さい。従って、ＣＡＶ
制御方式が適用されたコントロールデータゾーンＣＤＺに暗号化情報Ｋｅｙ１を記録する
に際して、線速度の変化に応じて、記録ストラテジー等の記録パラメータを変更する必要
は殆ど又は完全にない。
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【００７０】
　他方、図４の下側部分、及び、図６に示されるように、本実施例に係る光ディスク１０
０のコントロールデータゾーンＣＤＺ以外のリードインエリア１０１、データエリア１０
２、及び、リードアウトエリア１０３においては、ＣＬＶ制御方式が適用されている。こ
のＣＬＶ制御方式においては、光ディスク１００の内周側で単位時間当たりの回転数を高
くし、外周側では単位時間当たりの回転数を低くすることができる。従って、これら３つ
の記録領域に情報を記録する際に、ウォブルから得られる記録用の回転速度制御信号に基
づいて、光ディスクの半径位置に対応してスピンドルモータの回転速度を制御することに
よって、線速度を一定とすることが可能となる。
【００７１】
　従って、一般に市販されているディスクドライブ等の情報記録装置が、少なくともこの
特殊領域ＣＤＺａに記録されているディスクキー等の暗号化情報Ｋｅｙ１を、違法な暗号
化情報等の意図しない情報に上書きすることは殆ど又は完全にできなくなる。加えて、一
般の情報記録装置によって違法な暗号化情報等の意図しない情報へ改ざんすることも殆ど
又は完全にできなくなる。より具体的には、一般の情報記録装置は、ＣＬＶ制御方式の下
でしか情報を記録することができないので、ＣＡＶ制御方式と比較して回転速度が遅い条
件下で、ＣＡＶ制御方式が適用されたコントロールデータゾーンＣＤＺに情報を記録する
ため、位置ズレが生じてしまうのである。また、特殊領域ＣＤＺａにおいては、ウォブル
１０９並びにＡＴＩＰ又はランドプリピットＬＰＰを検出できないので、一般の情報記録
装置は、記録クロックを生成することができないので、記録中のディスクの回転制御をす
ることができないためである。また、一般の情報記録装置は、記録アドレス等のデータの
記録に必要な情報を取得することもできないためである。
【００７２】
　その結果、コントロールデータゾーンＣＤＺに、予めプリ記録された暗号化情報Ｋｅｙ
１の機密性をより高く保持する、即ち、セキュアな状態にすることが可能となる。よって
、暗号化情報Ｋｅｙ１の違法なコピーが行われた記録型光ディスクを作成又は製造するこ
とは殆ど又は完全に不可能となる。
【００７３】
　また、一般のＤＶＤプレーヤー等の情報記録再生装置によって、コントロールデータゾ
ーンＣＤＺの少なくとも一部である特殊領域ＣＤＺａにおいて、ウォブルが検出されるか
否かによって、正当な記録型光ディスクと、違法な記録型光ディスクとを正確且つ迅速に
区別することが可能となる。より具体的には、後述される情報記録再生装置２００ａによ
って、再生又は記録に関する制御情報を取得するためのシーク動作等によって光ディスク
の種類の判別が行われる。この場合に、コントロールデータゾーンＣＤＺの少なくとも一
部である特殊領域において、記録型光ディスクに特有のウォブル１０９が存在するか否か
が検出される。このウォブル１０９が検出されるか否かによって、正当な記録型光ディス
クと、違法な記録型光ディスクとを正確に区別することが可能となる。即ち、特殊領域Ｃ
ＤＺａにおいてウォブル１０９が検出されなければ、正当な記録型光ディスクであると判
定することが可能である。他方、特殊領域ＣＤＺａにおいてウォブル１０９が検出されれ
ば、違法な記録型光ディスクであると判定することが可能である。
【００７４】
　加えて、コントロールデータゾーンＣＤＺの少なくとも一部である特殊領域ＣＤＺａに
おいて、ウォブル１０９が形成されていないことによって、暗号化コンテンツの再生又は
記録に関する既存のルールを部分的に遵守することも可能である。より具体的には、ウォ
ブルが形成されている光ディスク、即ち、記録型光ディスクには、ディスクキー等の暗号
化情報を記録することは推奨されていないというルール、言い換えると、ウォブルが形成
されていない光ディスク、即ち、再生専用型光ディスクにだけ、暗号化情報を記録するこ
とが推奨されているというルールを部分的に遵守することが可能である。尚、後述される
一般の情報記録再生装置２００ａにおいては、既存のルールを遵守しない光ディスクは、
排出されるように構成されている。
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【００７５】
　次に、図７を参照して、本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクの他の具体例
について説明する。
【００７６】
　本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクの他の具体例においては、コントロー
ルデータゾーンＣＤＺの少なくとも一部である特殊領域ＣＤＺａから、図７（ａ）に示さ
れるようなウォブル信号ＷＢ１が得られるように、特殊領域ＣＤＺａを構成してもよい。
より具体的には、記録トラックの方向を基準として、特殊領域ＣＤＺａの前方においては
、ウォブルの振幅を小さくさせ、ＡＭ（Amplitude Modulation）させる。他方、特殊領域
ＣＤＺａの後方においては、ウォブルの振幅を大きくさせ、ＡＭさせる。特に、振幅が減
少し始める時及び増加し始める時の変化は徐々に行うのが好ましい。何故ならば、製造工
程のより簡略化を実現可能だからである。より詳細には、後述される情報記録再生装置２
００ａにおけるコンパレータは、バンドパスフィルタからのウォブル信号を検出すること
ができなくなる。
【００７７】
　本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクの他の具体例においては、コントロー
ルデータゾーンＣＤＺの少なくとも一部である特殊領域ＣＤＺａから、図７（ｂ）に示さ
れるようなウォブル信号ＷＢ２が得られるように、特殊領域ＣＤＺａを構成してもよい。
より具体的には、特殊領域ＣＤＺａの全ての領域において、ウォブルを殆ど又は完全に無
くすように構成し、ウォブル信号ＷＢ２を得られないように構成してもよい。但し、製造
工程においてより高度な制御が必要となる。この具体例においても、前述の具体例と同様
に情報記録再生装置２００ａにおけるコンパレータは、バンドパスフィルタからのウォブ
ル信号を検出することができなくなる。
【００７８】
　本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクの他の具体例においては、コントロー
ルデータゾーンＣＤＺの少なくとも一部である特殊領域ＣＤＺａから、図７（ｃ）に示さ
れるようなウォブル信号ＷＢ３が得られるように、特殊領域ＣＤＺａを構成してもよい。
より具体的には、特殊領域ＣＤＺａの全ての領域において、ウォブルの周波数を、例えば
、１ＫＨｚから１０ＫＨｚへと変調させ、ＦＭ（Frequency Modulation）させるように構
成してもよい。尚、ＦＭにおいては、周波数を２倍、５倍等に増加させてもよいし、１／
２倍、１／５倍等と減少させてもよい。この具体例においても、前述の具体例と同様に情
報記録再生装置におけるコンパレータは、バンドパスフィルタからのウォブル信号を検出
することができなくなる。
【００７９】
　本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクの他の具体例においては、コントロー
ルデータゾーンＣＤＺの少なくとも一部である特殊領域ＣＤＺａから、図７（ｄ）に示さ
れるようなウォブル信号ＷＢ４が得られるように、特殊領域ＣＤＺａを構成してもよい。
より具体的には、特殊領域ＣＤＺａの領域において、ウォブルの周波数、振幅、及び、位
相のうち少なくとも一つが変調されるように構成してもよい。この具体例においても、前
述の具体例と同様に情報記録再生装置におけるコンパレータは、バンドパスフィルタから
のウォブル信号を検出することができなくなる。
【００８０】
　本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクの他の具体例においては、図示しない
が、コントロールデータゾーンＣＤＺの少なくとも一部である特殊領域ＣＤＺａにおいて
は、グルーブトラック等の記録トラック自体を予め形成しないように構成してもよい。こ
の具体例においても、前述の具体例と同様に情報記録再生装置におけるコンパレータは、
バンドパスフィルタからのウォブル信号を検出することができなくなる。
【００８１】
　以上より、コントロールデータゾーンＣＤＺ内の特殊領域ＣＤＺａにおいては、一般の
情報記録装置によって、ウォブルからの信号に基づいて、正確な記録クロック及び記録ア
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ドレスが取得されないので、コントロールデータゾーンＣＤＺにプリ記録されているディ
スクキー等の暗号化情報Ｋｅｙ１を、違法な暗号化情報等の意図しない情報を上書きする
こと、及び、意図しない情報へ改ざんすることは殆ど又は完全にできなくなる。
【００８２】
　（プリ記録を行う情報記録再生装置）
　次に、図８を参照して、本発明の情報記録媒体に暗号化情報を予めプリ記録すると共に
、コンテンツ等の記録情報を記録再生する情報記録再生装置について説明する。この情報
記録再生装置２００ａは、後述されるプリ記録装置２００を含むようにしてもよい。ここ
に、図８は、本発明の情報記録媒体に暗号化情報を予めプリ記録すると共に、コンテンツ
等の記録情報を再生する情報記録再生装置の全体構成を示すブロック図である。光ディス
ク１００には、第１クロック信号ＣＫ１に同期したピットデータＤＰが記録マークの長短
によって記録されている。この例の記録マークはピットであり、トラックはピット列によ
って構成される。トラックは、例えばウォブル信号ＷＢに応じて蛇行した形状になってい
る。ウォブル信号ＷＢは第１クロック信号ＣＫ１に同期している。
【００８３】
　情報記録再生装置２００ａは、光ディスク１００に対して再生ビームを照射するととも
に反射光に応じた信号を出力する光ピックアップ２０２と、光ディスク１００の回転を制
御するスピンドルモータ２０３と、サーボユニット２２２を備える。サーボユニット２２
２には、第１クロック信号ＣＫ１及びピット同期信号ＳＹＮＣｐが供給される。サーボユ
ニット２２２は、これらの信号に同期して、スピンドルモータ２０３の回転を制御するス
ピンドルサーボ、光ピックアップ２０２の光ディスク１００に対する相対的位置制御であ
るフォーカスサーボ及びトラッキングサーボを実行する。
【００８４】
　光ピックアップ２０２は、再生ビームを照射するレーザーダイオード、４分割検出回路
を備える（図示略）。４分割検出回路は、再生ビームの反射光を図８に示す領域１Ａ、１
Ｂ、１Ｃ、１Ｄに４分割し、各領域の光量に応じた信号を各々出力する。ヘッドアンプ２
０４は、光ピックアップ２０２の各出力信号を各々増幅し、領域１Ａに対応する分割読取
信号１ａ、領域１Ｂに対応する分割読取信号１ｂ、領域１Ｃに対応する分割読取信号１ｃ
、及び領域１Ｄに対応する分割読取信号１ｄを出力する。なお、光ピックアップ２０２及
びヘッドアンプ２０４は本願発明に係る光ピックアップ手段に相当する。
【００８５】
　総和生成回路２１０は、分割読取信号１ａ、１ｂ、１ｃ、及び１ｄを加算して、総和読
取信号ＳＲＦを出力する加算回路からなる。なお、総和読取信号ＳＲＦは、記録マークの
長短を表す信号である。
【００８６】
　ピットデータ復調回路２１１は、総和読取信号ＳＲＦに基づいてピットデータＤＰを再
生すると共に第１クロック信号ＣＫ１を生成する。より具体的には、ピットデータＤＰは
、所定のテーブルを用いて復調されて再生データが生成される。例えば、変調方式として
ＥＦＭ変調が採用される場合には、１４ビットのピットデータＤＰを８ビットの再生デー
タに変換する処理が施される。更に、この再生データの順序を予め定められた規則に従っ
て並べ換えるデスクランブル処理が実行され、処理済の再生データが出力される。
【００８７】
　このようにして得られた再生データは、図８に示すピットデータ訂正回路２１２へ供給
され、そこで、エラー訂正処理や補間処理等が施された後、バッファ２１３に記憶される
。インターフェース２１４はバッファ２１３に記憶されたデータを順次読み出して所定の
出力形式に変換して外部機器へ出力する。更に、このインターフェース２１４を介して、
各種データが、例えば、外部ネットワーク４００に接続された後述される回線接続装置と
の間で入出力される。
【００８８】
　プッシュプル信号生成回路２２０は、（１ａ＋１ｄ）－（１ｂ＋１ｃ）を算出して、プ
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ッシュプル信号を生成する。成分（１ａ＋１ｄ）は、読取方向に対して左側の領域１Ａ及
び１Ｄに対応する一方、成分（１ｂ＋１ｃ）は、読取方向に対して右側の領域１Ｂ及び１
Ｃに対応する。即ち、再生ビームがピットに対して左側に偏っていれば、プッシュプル信
号は振幅中心を基準として正極性となり、再生ビームがピットの中央に位置する場合はプ
ッシュプル信号の値は振幅中心となり、再生ビームがピットに対して右側に偏っていれば
、プッシュプル信号は振幅中心を基準として負極性となる。再生ビームとピットの相対的
な位置は、トラックの蛇行に応じて変化し、プッシュプル信号の値は再生ビームとピット
の相対的な位置関係を表している。即ち、プッシュプル信号は、トラックの蛇行に応じた
信号である。
【００８９】
　プッシュプル信号はローパスフィルタ２２１を介してサーボユニット２２２へ出力され
る。サーボユニット２２２は、プッシュプル信号に基づいてトラッキング制御を実行する
。また、プッシュプル信号はバンドパスフィルタ２２３に供給される。バンドパスフィル
タ２２３の通過帯域は、記録時においてウォブルデータＤＷをスペクトラム拡散変調して
得たウォブル信号ＷＢをプッシュプル信号から抽出できるように設定されている。従って
、バンドパスフィルタ２２３はプッシュプル信号生成回路２２０と共に上述した検出手段
を構成し、その出力信号は、光ディスク１００からウォブル信号ＷＢを再生したものとな
る。特に、コンパレータ２２４においては、第２記録情報記録領域へ違法な書き込みをし
ようとした場合、本願発明に係る特殊領域において記録クロック及び記録アドレスが検出
することはできないために、記録動作においてエラーが発生し、記録動作が中止されるの
で、プリ記録装置を含む情報記録再生装置の仕様や記録制御手順にかかわらず、第２記録
情報記録領域への違法な書き込みを防止することが可能となる。即ち、ＰＬＬ（Phase Lo
cked Loop）を制御不能にすることが可能となる。
【００９０】
　ＬＰＰ検出回路２３０は、コンパレータ２２４からの出力信号Ａ、及び、ピットデータ
復調回路２１１によって生成された第１クロック信号ＣＫ１に基づいて、ＬＰＰ信号を検
出可能に構成されている。そして、このＬＰＰ信号ＢをＬＰＰ復調回路２３０、及び、サ
ーボユニット２２２へ出力可能に構成されている。
【００９１】
　ＬＰＰ復調回路２３０は、ＬＰＰ信号Ｂを、プリフォーマットアドレス情報に復調可能
に構成されている。そして、このプリフォーマットアドレス情報をエラー訂正回路２２９
へ出力可能に構成されている。
【００９２】
　エラー訂正回路２２９は、ＬＰＰ復調回路２３０によって復調されたプリフォーマット
アドレス情報に対してエラー訂正を行う。
【００９３】
　ＣＰＵ２５０は、情報記録再生装置２００ａの各構成要素を統括制御する。
【００９４】
　（プリ記録装置におけるプリ記録動作）
　次に、図９を参照して、本発明の情報記録媒体に対して、暗号化情報のプリ記録を行う
プリ記録装置の動作について説明する。ここに、図９は、本実施例に係るプリ記録装置２
００におけるプリ記録動作を示したフローチャートである。
【００９５】
　先ず、図９において、光ディスク１００が装填されると、先ず、プリ記録装置２００の
ＣＰＵ（Central Processing Unit）２５０の制御下で、光ピックアップ２０２によりシ
ーク動作が行われる（ステップＳ１０１）。
【００９６】
　次に、ＣＰＵ２５０の制御下で、光ディスク１００は、コンテンツが配信されるための
光ディスクであるか否かが判定される（ステップＳ１０２）。ここで、光ディスク１００
は、コンテンツが配信されるための光ディスクである場合（ステップＳ１０２：Ｙｅｓ）
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、光ディスク１００への記録動作に必要な各種制御情報及び各種管理情報が決定又は取得
される（ステップＳ１０３）。より具体的には、ＯＰＣ処理が行われ、最適記録パワーが
決定されると共に、記録ストラテジーパターンが決定される。加えて、エンボスピットの
有無が検出される。更に、ＣＡＶ制御方式が適用されたコントロールデータゾーンＣＤＺ
の開始位置を示した開始アドレス情報が、ランドプリピット等のプリフォーマットアドレ
ス情報から取得される。
【００９７】
　次に、光ディスク１００には、コンテンツが記録済みであるか否かが判定される（ステ
ップＳ１０４）。ここで、光ディスク１００には、コンテンツが記録済みではない場合（
ステップＳ１０４：Ｎｏ）、暗号化情報のプリ記録を行う所定アドレスをサーチすると共
に、プリ記録の準備を行う（ステップＳ１０５）。
【００９８】
　次に、ＣＰＵ２５０の制御下で、取得された開始アドレス情報に基づいて、ＣＡＶ制御
方式が適用されたコントロールデータゾーンＣＤＺの開始位置をサーチして検出する（ス
テップＳ１０６）。ここで、コントロールデータゾーンＣＤＺの開始位置を検出した場合
（ステップＳ１０６：Ｙｅｓ）、ＣＰＵ２５０の制御下で、スピンドルモータの印加電圧
又は電流の出力値を固定して、ＣＡＶ制御方式に基づいて、角速度を一定にする（ステッ
プＳ１０７）。
【００９９】
　他方、コントロールデータゾーンＣＤＺの開始位置を検出されない場合（ステップＳ１
０６：Ｎｏ）、引き続き、ＣＰＵ２５０の制御下で、取得された開始アドレス情報に基づ
いて、ＣＡＶ制御方式が適用されたコントロールデータゾーンＣＤＺの開始位置が検出さ
れる（ステップＳ１０６）。
【０１００】
　次に、ＣＰＵ２５０の制御下で、前述した所定アドレスを検出したら、暗号化情報のプ
リ記録が行われる（ステップＳ１０８）。
【０１０１】
　次に、ＣＰＵ２５０の制御下で、暗号化情報が所定の長さだけプリ記録されたか否かが
判定される（ステップＳ１０９）。ここで、暗号化情報が所定の長さだけプリ記録された
場合（ステップＳ１０９：Ｙｅｓ）、一連のプリ記録の動作は終了される。
【０１０２】
　他方、暗号化情報が所定の長さだけプリ記録されない場合（ステップＳ１０９：Ｎｏ）
、引き続き、暗号化情報のプリ記録が行われる（ステップＳ１０８）。
【０１０３】
　他方、ステップＳ１０２の判定の結果、コンテンツが配信されるための光ディスクでな
いと判定された場合（ステップＳ１０２：Ｎｏ）、及び、ステップＳ１０４の判定の結果
、光ディスク１００には、コンテンツが記録済みではあると判定された場合（ステップＳ
１０４：Ｙｅｓ）、光ディスク１００は、プリ記録装置２００から排出される。
【０１０４】
　（情報記録媒体、情報記録再生装置及び情報配信装置を備えた配信システムの全体構成
）
　次に、図１０を参照して、本発明の情報記録媒体の一具体例である、暗号化情報がプリ
記録された光ディスクに対して、一般の記録動作を行う情報記録再生装置、並びに、配信
動作を行う情報配信装置を備えた配信システムの全体構成について説明する。ここに、図
１０は、本発明の情報記録媒体に対して、一般の記録動作を行う情報記録装置、並びに、
配信動作を行う情報配信装置を備えた配信システムの全体構成を示したブロック図である
。尚、図１０におけるステップ番号は、後述される図１１におけるステップ番号と対応し
ている。また、本実施例に係る配信システムにおいては、ＤＡＯ（Disk At Once）方式を
採用してもよい。
【０１０５】
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　図１０に示されるように、本実施例に係る配信システムは、（ｉ）光ディスク１００に
対して記録動作を行う情報記録再生装置２００ａ、（ｉｉ）この情報記録再生装置２００
ａに暗号化コンテンツを配信する、例えば、ウェブサーバー等の情報配信装置３００、並
びに、（ｉｉｉ）これら情報記録再生装置２００ａと情報配信装置３００とが情報の授受
を行うことを可能にするインターネット等の外部ネットワーク４００を備えて構成されて
いる。
【０１０６】
　前述したように、光ディスク１００は、ＮＢＣＡ、コントロールデータゾーンＣＤＺ、
及び、暗号化コンテンツを記録するデータエリア１０２を備えて構成されている。より詳
細には、ＮＢＣＡには、メディアＩＤがレーザーカッティングによって記録されている。
コントロールデータゾーンＣＤＺには、ディスクキー等の暗号化情報Ｋｅｙ１が記録され
ている。データエリア１０２には、後述される情報配信装置３００によって配信された暗
号化コンテンツ等が、そのまま記録される。
【０１０７】
　情報記録再生装置２００ａは、光ディスク１００のメディアＩＤを、情報配信装置３０
０へ送信する。また、情報配信装置３００から受信した暗号化コンテンツを、光ディスク
１００に対して記録する。
【０１０８】
　情報配信装置３００は、情報記録再生装置２００ａが送信したメディアＩＤを受信する
。受信したメディアＩＤに対応したディスクキー等の暗号化情報Ｋｅｙ１、及び、タイト
ルキー等の暗号化情報Ｋｅｙ２を生成する。生成された暗号化情報Ｋｅｙ１及びＫｅｙ２
に基づいて、コンテンツに対して暗号化等の暗号化処理を行う。暗号化処理が施されたコ
ンテンツ、即ち、暗号化コンテンツを情報記録再生装置２００ａへ配信する。尚、暗号化
コンテンツは、外部ネットワーク４００を経由して配信されるため、暗号化における暗号
化とは別に、ＳＳＬ（Secure Socket Layer）等の盗聴や改ざん等に対応した暗号化を施
してもよい。
【０１０９】
　外部ネットワーク４００は、情報記録再生装置２００ａと、情報配信装置３００とを、
両者に備えられた図示しない回線接続装置（例えば、ハブ装置、デジタル終端接続装置（
ＤＳＵ）、又は、侵入防止用のファイアウォールアプリケーションを実装したルータなど
）を介して、情報の授受が行えるように接続させている。
【０１１０】
　（情報記録媒体、情報記録再生装置及び情報配信装置における配信処理）
　次に、図１１に加えて前述した図１０を適宜参照して、本発明の情報記録媒体に対して
、記録動作を行う情報記録再生装置、並びに、配信動作を行う情報配信装置を備えた配信
システムの配信処理について説明する。ここに、図１１は、本発明の情報記録媒体、情報
記録再生装置、並びに、情報配信装置における配信処理を示したフローチャートである。
尚、図１１におけるステップ番号は、前述した図１０におけるステップ番号と対応してい
る。
【０１１１】
　（情報記録再生装置における動作）
　先ず、図１１において、光ディスク１００が装填されると、先ず、後述される情報記録
再生装置のＣＰＵ（Central Processing Unit）２５０の制御下で、光ピックアップ２０
２によりシーク動作が行われる（ステップＳ１０１ａ）。
【０１１２】
　次に、ＣＰＵ２５０の制御下で、光ディスク１００は、コンテンツが配信されるための
光ディスクであるか否かが判定される（ステップＳ１０２ａ）。ここで、光ディスク１０
０は、コンテンツが配信されるための光ディスクである場合（ステップＳ１０２ａ：Ｙｅ
ｓ）、光ディスク１００への記録動作に必要な各種制御情報及び各種管理情報が取得され
る（ステップＳ１０３ａ）。より具体的には、ＯＰＣ処理が行われ、最適記録パワーが決
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定されると共に、記録ストラテジーパターンが決定される。
【０１１３】
　次に、光ディスク１００には、コンテンツが記録済みであるか否かが判定される（ステ
ップＳ１０４ａ）。ここで、光ディスク１００には、コンテンツが記録済みではない場合
（ステップＳ１０４ａ：Ｎｏ）、ＣＰＵ２５０の制御下で、光ディスク１００上のＮＢＣ
Ａ（Narrow Burst Cutting Area）から、当該光ディスク１００に固有のメディアＩＤが
取得される（ステップＳ１０５ａ）。
【０１１４】
　次に、ＣＰＵ２５０の制御下で、取得されたメディアＩＤがＳＳＬ等に基づいて暗号化
され、例えば、ネッワーク上のサーバー等の情報配信装置３００へ送信される（ステップ
Ｓ１０６ａ）。
【０１１５】
　他方、ステップＳ１０２の判定の結果、コンテンツが配信されるための光ディスクでな
いと判定された場合（ステップＳ１０２ａ：Ｎｏ）、及び、ステップＳ１０４ａの判定の
結果、光ディスク１００には、コンテンツが記録済みではあると判定された場合（ステッ
プＳ１０４ａ：Ｙｅｓ）、光ディスク１００は、情報記録再生装置２００ａから排出され
る。
【０１１６】
　（情報配信装置における動作）
　情報配信装置３００では、先ず、ＳＳＬ等によって暗号化されたメディアＩＤを受信す
る（ステップＳ２０１）。
【０１１７】
　次に、情報配信装置３００では、受信したＳＳＬ等によって暗号化されたメディアＩＤ
を復号化する（ステップＳ２０２）。
【０１１８】
　次に、情報配信装置３００では、復号化したメディアＩＤに対応するディスクキー等の
暗号化情報Ｋｅｙ１、及び、タイトルキー等の暗号化情報Ｋｅｙ２が生成される（ステッ
プＳ２０３）。
【０１１９】
　次に、情報配信装置３００では、生成された暗号化情報Ｋｅｙ１及びＫｅｙ２によって
配信するコンテンツ及びファイルシステムが所定の暗号化システムによって暗号化される
（ステップＳ２０４）。
【０１２０】
　次に、情報配信装置３００では、この生成された暗号化情報Ｋｅｙ１及びＫｅｙ２によ
って暗号化システムに基づいて暗号化された暗号化コンテンツ及びファイルシステムが、
更に、ＳＳＬ等によって暗号化されて、情報記録再生装置２００ａへと配信される（ステ
ップＳ２０５）。より具体的には、ＳＳＬ等によって暗号化された暗号化コンテンツ及び
ファイルシステムの属性、所謂、ＣＣＩ（Copy Control Information）は、配信されてい
る途中において、再生できないようにするために、ネバーコピー（Never Copy）の属性に
設定される。
【０１２１】
　（情報記録再生装置における動作　－続き－　）
　再び、情報記録再生装置２００ａにおいては、情報配信装置によって配信された、ＳＳ
Ｌ等によって暗号化された暗号化コンテンツ及びファイルシステムが受信される（ステッ
プＳ１０７ａ）。
【０１２２】
　次に、情報記録再生装置２００ａでは、受信された暗号化コンテンツ及びファイルシス
テムをＳＳＬ等によって復号化する（ステップＳ１０８ａ）。
【０１２３】
　次に、情報記録再生装置２００ａでは、暗号化情報Ｋｅｙ１及びＫｅｙ２によって暗号
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化された暗号化コンテンツ及びファイルシステムを復号化しないで、そのまま光ディスク
１００に記録する（ステップＳ１０９ａ）。より具体的には、所定の暗号化システムに基
づいて暗号化された暗号化コンテンツ及びファイルシステムの記録は、プリ記録されてい
ないリードインエリア１０１の最後の記録領域のアドレスから開始され、プリ記録されて
いるリードアウトエリア１０３の記録領域のアドレスにおいて終了される。仮に、暗号化
されたコンテンツ及びファイルシステムの記録が、プリ記録されているリードアウトエリ
ア１０３の記録領域のアドレスまで行われない場合、このアドレスまで緩衝用データが記
録されるようにしてもよい。尚、リードインエリア１０１やリードアウトエリア１０３等
においては、緩衝用データが事前に書き込まれて販売されてもよいし、情報記録再生装置
２００ａによって、暗号化コンテンツの記録の際に新たに書き込まれてもよい。
【０１２４】
　以上のように、本実施例に係る配信システムは、情報記録再生装置２００ａと、情報配
信装置３００との外部ネットワーク４００を介した情報の授受において、暗号化情報Ｋｅ
ｙ１及びＫｅｙ２の代わりにメディアＩＤを送受信する。従って、暗号化情報記録領域に
予めプリ記録された暗号化情報Ｋｅｙ１の機密性を高く保持する、即ち、セキュアな状態
にすることが可能となる。よって、暗号化情報Ｋｅｙ１の違法なコピーが行われた記録型
情報記録媒体を作成又は製造することは殆ど又は完全に不可能となる。
【０１２５】
　（情報記録再生装置の実施例による再生動作の流れ）
　次に、図１２を参照して、本発明の情報記録媒体を再生する情報記録再生装置の実施例
による再生動作について説明する。ここに、図１２は、本発明の情報記録媒体を再生する
情報記録再生装置の実施例の一具体例による再生動作の流れを示したフローチャートであ
る。
【０１２６】
　先ず、図１２において、光ディスク１００が装填されると、先ず、ＣＰＵ２５０の制御
下で、光ピックアップ２０２によりシーク動作が行われる（ステップＳ３０１）。
【０１２７】
　次に、ＣＰＵ２５０の制御下で、光ディスク１００の種類の判別が行われる（ステップ
Ｓ３０２）。
【０１２８】
　次に、ＣＰＵ２５０の制御下で、メディアＩＤが取得される（ステップＳ３０３）。
【０１２９】
　次に、ＣＰＵ２５０の制御下で、光ディスク１００が記録型情報記録媒体であるか否か
の情報が取得される（ステップＳ３０４）。より具体的には、ウォブル等を検出できるか
否かを判定することによって、光ディスク１００は、記録型情報記録媒体であるか否かを
判定することができる。
【０１３０】
　次に、ＣＰＵ２５０の制御下で、光ディスク１００の記録層の数に関する情報が取得さ
れ、光ディスク１００が多層型情報記録媒体であるか否かが判定される（ステップＳ３０
５）。即ち、ＣＰＵ２５０の制御下で、光ディスク１００が、１層型、２層以上の多層型
情報記録媒体であるかを判定することが可能となる。ここで、光ディスク１００が、２層
以上の多層型情報記録媒体であると判定された場合（ステップＳ３０５：Ｙｅｓ）、ＣＰ
Ｕ２５０の制御下で、光ディスク１００の記録トラックの方向に関する情報が取得される
（ステップＳ３０６）。より具体的には、光ディスク１００は、パラレル方式であるか、
又は、オポジット方式であるか否かを判定することができる。
【０１３１】
　他方、光ディスク１００が、２層以上の多層型情報記録媒体ではないと判定された場合
（ステップＳ３０５：Ｎｏ）、光ディスク１００は、単層型情報記録媒体であるので、記
録トラックの方向に関する情報の取得を行うステップＳ３０６は省略される。
【０１３２】
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　次に、ＣＰＵ２５０の制御下で、光ディスク１００の、例えば、ユーザデータエリアに
記録されているコンテンツ及びファイルシステムが所定の暗号化システムに基づいて暗号
化されているか否かが判定される（ステップＳ３０７）。ここで、例えば、光ディスク１
００のデータエリア１０２に記録されているコンテンツが暗号化システムに基づいて暗号
化されている場合（ステップＳ３０７：Ｙｅｓ）、タイトルキー等の暗号化情報Ｋｅｙ２
が取得される（ステップＳ３０８）。
【０１３３】
　次に、ＣＰＵ２５０の制御下で、光ディスク１００のファイルシステムに関する情報が
取得される（ステップＳ３０９）。
【０１３４】
　次に、ＣＰＵ２５０の制御下で、光ディスク１００において、暗号化されて記録されて
いるコンテンツが、取得された、例えば、タイトルキー等の暗号化情報Ｋｅｙ２によって
、復号化される（ステップＳ３１０）。
【０１３５】
　以上より、ＣＰＵ２５０の制御下で、例えば、タイトルキー等の暗号化情報Ｋｅｙ２に
よって、復号化されたコンテンツ毎に再生される（ステップＳ３１１）。
【０１３６】
　他方、光ディスク１００の、例えば、ユーザデータエリアに記録されているコンテンツ
が暗号化システムに基づいて暗号化されていない場合（ステップＳ３０７：Ｎｏ）、ＣＰ
Ｕ２５０の制御下で、ファイルシステムに関する情報が取得される（ステップＳ３１２）
。
【０１３７】
　以上より、ＣＰＵ２５０の制御下で、コンテンツが再生される（ステップＳ３１３）。
【０１３８】
　本実施例では、情報記録媒体の一具体例として、例えば、ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ等の
追記型光ディスクについて説明したが、本発明は、例えば、書き換え型光ディスクを含む
ウォブルを使用する全てのＣＤ、ＤＶＤ、及び、Blu-rayディスクの大容量記録媒体等の
光学式情報記録媒体においても使用可能である。
【０１３９】
　本発明は、上述した実施例に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から読
み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を
伴う情報記録媒体もまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。
【産業上の利用可能性】
【０１４０】
　本発明に係る情報記録媒体は、例えばＤＶＤ等の情報記録媒体の技術分野に利用可能で
ある。
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【図９】 【図１０】
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【手続補正書】
【提出日】平成18年5月12日(2006.5.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【書類名】請求の範囲
【請求項１】第１回転速度制御方式により、第１記録情報を記録可能な、トラックが蛇行
形成された第１記録情報記録領域と、
　少なくとも一部にトラックが蛇行形成されていない特殊領域を含む第２記録情報記録領
域を備え、
　前記特殊領域には、前記第１回転速度制御方式と異なる第２回転速度制御方式により、
第２記録情報が予め記録されていることを特徴とする情報記録媒体。
【請求項２】前記第１回転速度制御方式は線速度を一定とする回転速度制御方式であり、
前記第２回転速度制御方式は角速度を一定とする回転速度制御方式であることを特徴とす
る請求の範囲第１項に記載の情報記録媒体。
【請求項３】前記第２記録情報記録領域は、前記第２記録情報の少なくとも一部が、前記
第２回転速度制御方式により、予め記録されたプリ記録領域を含むことを特徴とする請求
の範囲第２項に記載の情報記録媒体。
【請求項４】（削除）
【請求項５】（削除）
【請求項６】前記第１記録情報記録領域においては、前記第１記録情報を記録するための
記録トラックが蛇行することによって、ウォブルが形成されており、
　前記特殊領域においては、前記第２記録情報の少なくとも一部を記録するための記録ト
ラックが蛇行することによって、前記ウォブルとは周波数、振幅、及び、位相のうち少な
くとも一つが異なったウォブルが形成されていることを特徴とする請求の範囲第１項に記
載の情報記録媒体。
【請求項７】前記第１記録情報記録領域においては、前記記録トラックとして、ランドト
ラック及びグルーブトラックが交互に形成されていると共に前記ランドトラックに所定種
類のプリ情報を担持するランドプリピットが予め形成されており、
　前記特殊領域においては、前記ランドプリピットが形成されていないことを特徴とする
請求の範囲第１項に記載の情報記録媒体。
【請求項８】前記特殊領域においては、前記ランドトラック及び前記グルーブトラックが
形成されていることを特徴とする請求の範囲第７項に記載の情報記録媒体。
【請求項９】前記第１記録情報記録領域においては、前記記録トラックとして、ランドト
ラック及びグルーブトラックが交互に形成されており、
　前記特殊領域においては、前記ランドトラック及び前記グルーブトラックがいずれも形
成されていないことを特徴とする請求の範囲第１項に記載の情報記録媒体。
【請求項１０】再生及び記録制御に関する制御情報を記録可能な制御情報記録領域を更に
備え、
　前記制御情報記録領域においては、前記第２記録情報記録領域の開始位置を示す開始ア
ドレス情報、及び、前記第２記録情報記録領域の終了位置を示す終了アドレス情報のうち
少なくとも一方が記録されていることを特徴とする請求の範囲第２項に記載の情報記録媒
体。
【請求項１１】前記第１記録情報記録領域及び前記第２記録情報記録領域の少なくとも一
方においては、プリフォーマットアドレス情報が記録されており、
　前記第２記録情報記録領域の開始位置を示す開始アドレス情報、及び、前記第２記録情
報記録領域の終了位置を示す終了アドレス情報のうち少なくとも一方が前記プリフォーマ
ットアドレス情報に付加されていることを特徴とする請求の範囲第２項に記載の情報記録
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媒体。
【請求項１２】前記第２記録情報は、前記第１記録情報を暗号化するための暗号化情報で
あることを特徴とする請求の範囲第１項に記載の情報記録媒体。
【請求項１３】前記第２記録情報は、前記第１記録情報を暗号化するための他の暗号化情
報を更に暗号化するための情報であり、
　前記他の暗号化情報は、前記第１記録情報と共に前記第１記録情報記録領域に記録され
ることを特徴とする請求の範囲第１項に記載の情報記録媒体。
【手続補正書】
【提出日】平成19年1月20日(2007.1.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１回転速度制御方式により、第１記録情報を記録可能な、トラックが蛇行形成された
第１記録情報記録領域と、
　少なくとも一部にトラックが蛇行形成されていない特殊領域を含む第２記録情報記録領
域を備え、前記特殊領域には、前記第１回転速度制御方式と異なる第２回転速度制御方式
により、第２記録情報が予め記録されていることを特徴とする情報記録媒体。
【請求項２】
　前記第１回転速度制御方式は線速度を一定とする回転速度制御方式であり、前記第２回
転速度制御方式は角速度を一定とする回転速度制御方式であることを特徴とする請求項１
に記載の情報記録媒体。
【請求項３】
　前記第２記録情報記録領域は、前記第２記録情報の少なくとも一部が、前記第２回転速
度制御方式により、予め記録されたプリ記録領域を含むことを特徴とする請求項２に記載
の情報記録媒体。
【請求項４】
　前記第１記録情報記録領域においては、前記第１記録情報を記録するための記録トラッ
クが蛇行することによって、ウォブルが形成されており、
　前記特殊領域においては、前記第２記録情報の少なくとも一部を記録するための記録ト
ラックが蛇行することによって、前記ウォブルとは周波数、振幅、及び、位相のうち少な
くとも一つが異なったウォブルが形成されていることを特徴とする請求項１に記載の情報
記録媒体。
【請求項５】
　前記第１記録情報記録領域においては、前記記録トラックとして、ランドトラック及び
グルーブトラックが交互に形成されていると共に前記ランドトラックに所定種類のプリ情
報を担持するランドプリピットが予め形成されており、
　前記特殊領域においては、前記ランドプリピットが形成されていないことを特徴とする
請求項１に記載の情報記録媒体。
【請求項６】
　前記特殊領域においては、前記ランドトラック及び前記グルーブトラックが形成されて
いることを特徴とする請求項５に記載の情報記録媒体。
【請求項７】
　前記第１記録情報記録領域においては、前記記録トラックとして、ランドトラック及び
グルーブトラックが交互に形成されており、
　前記特殊領域においては、前記ランドトラック及び前記グルーブトラックがいずれも形
成されていないことを特徴とする請求項１に記載の情報記録媒体。
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【請求項８】
　再生及び記録制御に関する制御情報を記録可能な制御情報記録領域を更に備え、
　前記制御情報記録領域においては、前記第２記録情報記録領域の開始位置を示す開始ア
ドレス情報、及び、前記第２記録情報記録領域の終了位置を示す終了アドレス情報のうち
少なくとも一方が記録されていることを特徴とする請求項２に記載の情報記録媒体。
【請求項９】
　前記第１記録情報記録領域及び前記第２記録情報記録領域の少なくとも一方においては
、プリフォーマットアドレス情報が記録されており、
　前記第２記録情報記録領域の開始位置を示す開始アドレス情報、及び、前記第２記録情
報記録領域の終了位置を示す終了アドレス情報のうち少なくとも一方が前記プリフォーマ
ットアドレス情報に付加されていることを特徴とする請求項２に記載の情報記録媒体。
【請求項１０】
　前記第２記録情報は、前記第１記録情報を暗号化するための暗号化情報であることを特
徴とする請求項１に記載の情報記録媒体。
【請求項１１】
　前記第２記録情報は、前記第１記録情報を暗号化するための他の暗号化情報を更に暗号
化するための情報であり、
　前記他の暗号化情報は、前記第１記録情報と共に前記第１記録情報記録領域に記録され
ることを特徴とする請求項１に記載の情報記録媒体。
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